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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第1四半期 10,790 △17.1 230 △16.5 287 △15.0 183 △12.8

24年3月期第1四半期 13,011 26.1 276 ― 338 ― 210 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 149百万円 （△23.3％） 24年3月期第1四半期 195百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第1四半期 9.50 ―

24年3月期第1四半期 10.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 26,964 15,820 58.7
24年3月期 27,643 15,767 57.0

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  15,820百万円 24年3月期  15,767百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 22,000 △12.3 400 24.5 500 18.0 250 △2.2 12.94
通期 44,000 △9.1 800 213.2 950 110.5 500 361.9 25.88



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 20,830,825 株 24年3月期 20,830,825 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,510,799 株 24年3月期 1,510,799 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 19,320,026 株 24年3月期1Q 19,320,437 株



 

○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報･･････････････････････････････････････････････････････････････２ 

 （１）連結経営成績に関する定性的情報･･････････････････････････････････････････････････････････２ 

 （２）連結財政状態に関する定性的情報･･････････････････････････････････････････････････････････２ 

 （３）連結業績予想に関する定性的情報･･････････････････････････････････････････････････････････２ 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項････････････････････････････････････････････････････････３ 

 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動･･････････････････････････････････････････３ 

 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用･･････････････････････････････････････････３ 

 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示････････････････････････････････････････３ 

３．四半期連結財務諸表･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････４ 

 （１）四半期連結貸借対照表････････････････････････････････････････････････････････････････････４ 

 （２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書････････････････････････････････････････６ 

 （３）継続企業の前提に関する注記･･････････････････････････････････････････････････････････････８ 

 （４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記････････････････････････････････････････････８ 

 

日和産業㈱(2055)　平成25年３月期第１四半期決算短信

－1－



 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、エコカー補助金の政策効果による生産及び消費に持

ち直しの動きが見られるものの、節電による生産活動への影響及び為替の動向、欧州債務危機など先行

き不透明な状況となっております。 

   配合飼料業界におきましては、主原料である米国産とうもろこしは当初の豊作見込みから一転して高

温・乾燥による収穫量の減少が懸念され、相場は６月下旬頃から急騰しております。また、大豆粕相場

も天候不順による南米産大豆の減産見込みを受け上昇しております。為替相場は米国景気回復期待によ

り円安に振れる場面もありましたが、欧州債務懸念によるリスク回避により円高基調で推移しておりま

す。 

   畜産物相場は、鶏卵、鶏肉、豚肉は前年を大幅に下回り、牛肉は前年並みで推移しました。 

このような状況のなか、当社グループは、顧客のニーズに合った商品開発とより一層のコスト削減に努

めましたが、販売数量が前年同期を下回りました。 

その結果、配合飼料価格の値上げを行ったものの販売数量の減少により、売上高は107億90百万円（前

年同期比17.1%減）となりました。利益面につきましては、営業利益は２億30百万円（前年同期比16.5%

減）となり、経常利益は２億87百万円（前年同期比15.0%減）、四半期純利益は１億83百万円（前年同期

比12.8%減）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

飼料事業 

売上高は104億36百万円（前年同期比16.9%減）となり、セグメント利益（営業利益）は３億96百万円

（前年同期比27.0％増）となりました。 

 畜産事業 

売上高は３億53百万円（前年同期比20.9%減）となり、セグメント利益（営業利益）は14百万円（前年同

期比51.9%減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  （資産の部） 

   当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億79百万円減少し、269

億64百万円となりました。これは、主に現金及び預金が10億４百万円減少したことによるものです。 

 

  （負債の部） 

   当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ７億32百万円減少し、111

億43百万円となりました。これは、主に短期借入金が７億84百万円減少したことによるものです。 

 

  （純資産の部） 

   当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ53百万円増加し、158億

20百万円となりました。これは、主に利益剰余金が86百万円増加したことによるものです。  

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月14日に公表した通期の連結業績予想に変 

  更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

   該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   税金費用の計算 

    当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、    

   税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

    これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,747,020 3,742,967

受取手形及び売掛金 10,827,365 11,093,208

商品及び製品 123,123 143,928

仕掛品 314,036 326,461

原材料及び貯蔵品 2,003,578 2,080,017

その他 602,151 565,437

貸倒引当金 △185,703 △182,891

流動資産合計 18,431,572 17,769,130

固定資産   

有形固定資産 4,151,336 4,163,156

無形固定資産 10,157 9,514

投資その他の資産   

長期貸付金 3,449,183 3,517,263

破産更生債権等 3,676,145 3,668,090

その他 1,624,267 1,615,109

貸倒引当金 △3,699,000 △3,778,000

投資その他の資産合計 5,050,596 5,022,462

固定資産合計 9,212,091 9,195,133

資産合計 27,643,664 26,964,263

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,863,187 4,894,459

短期借入金 5,353,500 4,569,000

1年内返済予定の長期借入金 17,253 17,253

未払法人税等 217,988 109,605

賞与引当金 118,439 174,159

その他 926,946 965,968

流動負債合計 11,497,315 10,730,447

固定負債   

長期未払金 112,040 112,040

退職給付引当金 266,968 301,071

固定負債合計 379,008 413,111

負債合計 11,876,323 11,143,558
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,011,689 2,011,689

資本剰余金 1,904,186 1,904,186

利益剰余金 12,083,396 12,170,289

自己株式 △294,054 △294,054

株主資本合計 15,705,217 15,792,110

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 46,184 29,695

繰延ヘッジ損益 15,938 △1,101

その他の包括利益累計額合計 62,123 28,594

純資産合計 15,767,340 15,820,704

負債純資産合計 27,643,664 26,964,263
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 13,011,303 10,790,115

売上原価 12,024,237 9,746,176

売上総利益 987,066 1,043,938

販売費及び一般管理費 710,339 813,006

営業利益 276,727 230,932

営業外収益   

受取利息 33,322 32,125

受取配当金 6,558 6,970

為替差益 26,236 18,727

その他 16,141 19,173

営業外収益合計 82,258 76,997

営業外費用   

支払利息 17,797 17,533

その他 2,926 3,041

営業外費用合計 20,723 20,575

経常利益 338,262 287,355

税金等調整前四半期純利益 338,262 287,355

法人税、住民税及び事業税 128,000 104,000

法人税等調整額 △193 △137

法人税等合計 127,806 103,862

少数株主損益調整前四半期純利益 210,456 183,493

四半期純利益 210,456 183,493
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 210,456 183,493

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,359 △16,488

繰延ヘッジ損益 △8,624 △17,040

その他の包括利益合計 △14,984 △33,528

四半期包括利益 195,471 149,964

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 195,471 149,964

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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